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カーボンヒーター 体の芯まで暖まって、ポカポカ持続。

テクノイオン搭載
カジュアルこたつ 75cm

テクノイオンは TEKNOS 製品に搭載されています。

テクノイオンは 空気中の有害物質を除去。
お部屋をクリーンな空間に変えます！！

テクノイオン搭載製品

テクノイオン搭載ミニセラミック
ヒーター 600W（温調付）

人感センサー付き
ミニセラミックヒーター 700W

テクノイオン搭載
スチーム加湿器 4L

テクノイオン搭載
ハイブリッド加湿器

TMS-166 P7 TST-706 ELI-49 JH-750 EKM-750P8 P11 P12 P21

●消費電力：900W／ 450W切替式
●電気代：約 24.3 円 / 時（900W時）
●サイズ：幅 34×奥行き23.5×高さ64.5cm
●梱包数：2台
CHM-4531（W）：4955014038104
CHM-4531（K）：4955014038111

CHM-4531（W）

カーボンヒーター 900W
450W 管 2 灯

CHM-4531（K）

●消費電力：900W
●電気代：約 24.3 円 / 時
●サイズ：幅 30.5×奥行き30.5×高さ82cm
●梱包数：2台
4955014037206

CH-903
カーボンヒーター首振り

900W1 灯

CH-305M
スリムカーボンヒーター

300W1 灯

■CH-903 用パッケージ

■CH-305M用パッケージ ■CH-305M用 POP

■CHM-4531 用 POP

ワンタッチ
速効暖房

約 8.1 円／時

■CHM-4531（W）用パッケージ ■CHM-4531（K）用パッケージ

消 臭

除 菌

ノンオゾン

0ゼロ

人体に有害なオゾン

煙、ホコリ、チリ、花粉を除去！
ホルムアルデヒドを軽減！

クリーンな生活空間に変える！ 

除去

15秒で煙を完全に除去

テクノイオンの効果 

テクノイオンOFF テクノイオンON

15秒後

※タバコ成分の中には除去できない成分もあります。

実験器具（10×10×20cmの立方体）にタバコの煙を注入後、
テクノイオンを発生させるとマイナスイオンが発生。有害物質と
中和して徐々にタバコ煙※が除去され、15秒後には煙は完全に
除去されます。

【当社実験】マイナスイオン
（1cc あたり）

300
万個以上

※イメージ図

お部屋をクリーンな空間に！

空気中の有害な物質を分解、除去！テクノイオンがお部屋に広がります！

テクノイオン発生器

製品
本体

※イメージ図

CHM-4531（W）

CHM-4531（K）

空気清浄メカニズム
都市部の大気中に浮遊するホコリなどの各種物質は通常プラスの電気を帯びてい
ます。そのホコリがマイナスイオンを受け、プラスからマイナスに帯電します。地球

（床）はプラスの電気を帯びているため、マイナスイオン化された各種物質は磁石と
同じ様な原理で下に引き寄せられ下に落ちます。そのために空気中にある煙、ホコ
リ、チリ、花粉を除去しホルムアルデヒドを軽減。クリーンな空間へと変化します。

経済的で地球にも優しい
汚染した空気を浄化するマイナスイオンの放出量は、最高水準の 1cc あたり300
万個を達成。また、ＣＯ２も削減する効果もあり、地球に優しい設計となっています。

P2 P3



カーボンヒーター 体の芯まで暖まって、ポカポカ持続。

●消費電力：1200W／ 800W切替式
●電気代：約 32.4 円／時（1200W時）
●サイズ：幅 33.2×奥行き18.6×高さ56.6cm
●梱包数：3台
4955014036247

PH-1211（W）
直管型ハロゲンヒーター

400W 管 3 灯

●消費電力：800W
●電気代：約 21.6 円／時
●サイズ：幅 36.2×奥行き34.3×高さ75.6cm
●梱包数：2台
4955014036261

●消費電力：400/800W
●電気代：約 21.6 円／時（800W時）
●サイズ：幅 42.2×奥行き32.8×高さ46.4cm
●梱包数：2台
4955014038814

PH-290
パラボラ型ハロゲンヒーター

PH-800
ハロゲンヒーター

ハロゲンヒーター 省エネ＆暖かさを実現。

■PH-1211（W）/（R）用 POP

PH-290

首振り
機能

転倒OFF
スイッチ
（内蔵）

800Wハロゲンヒーター

■PH-1211（W）用パッケージ ■PH-290 用パッケージ

■PH-800 用パッケージ

■操作パネル

■PH-290 用 POP

いたずら
防止2段階
スイッチ

首振り
機能

上下角度調節可能（手動）

上下
首角度
調節可能

組立
不要

●消費電力：900W／ 450W切替式
●電気代：約 24.3 円 / 時（900W時）
●サイズ：幅 34×奥行き23.5×高さ64.5cm
●梱包数：2台
4955014038159

CHR-4550
カーボンヒーター 900W
450W 管 2 灯 リモコン式

■CHR-4550 用パッケージ

リモコン
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遠赤外線ヒーター からだの芯まであたたまる遠赤外線ヒーター。

P6 P7
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18.0

■TS-902S（W）用パッケージ ■TS-902S（A）用パッケージ

TS-902S（W）

遠赤外線ヒーター
300W 管 3 灯

TS-902S（A）

遠赤外線 スチーム
加湿

転倒OFF
スイッチ

電源コード
収納フック

シンプル、薄型設計の定番ストーブ。

●消費電力：800W／ 400W切替式
●電気代：約 21.6 円／時（800W時）
●サイズ：幅 36.0×奥行き16.7×高さ38.1cm
●梱包数：6台
4955014036070

ES-K710（W）
石英管電気ストーブ

400W 管 2 灯

電気ストーブ

■ES-K710（W）用パッケージ

TS-901S（W）：4955014039057
TS-901S（A）：4955014039040

24.3

TS-902S（W）

TS-900S（A）
4955014032720

シーズヒーター 衝撃にも強く、長寿命のヒーター。

スタイリッシュでシンプルなデザイン。

●消費電力：1000W/500W切替式
●電気代：約 27円 /時（1000W時）
●サイズ：幅 60×奥行き26×高さ51cm
●梱包数：1台
GP-001（W）：4955014037213
GP-001（K）：4955014037220

4955014038234

GP-001（W）

ガラスパネルヒーター

24時間
タイマー

GP-001（K）

TSH-901

450W 管 2 灯
シーズヒーター

パネルヒーター

温度
設定

約 24.3 円／時（900W時）

■TSH-901 用パッケージ

■TSH-901 用 POP

TS-902S（A）

GP-001（W） GP-001（K）



セラミックヒーター 温風による循環暖房効果。

●消費電力：300W
●電気代：約 8.1 円 / 時
●サイズ：幅 11×奥行き10×高さ14.8cm
●梱包数：6台
TS-300：4955014037626
TS-310：4955014037749
TS-320：4955014037756

●消費電力：1000W／ 600W切替式
●電気代：約 27円／時（1000W時）
●サイズ：幅 20.0×奥行き10.5×高さ19.3cm
●梱包数：6台
4955014036223

●消費電力：600W
●電気代：約 16.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：4台
4955014037695●消費電力：600W

●電気代：約 16.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：3台
4955014037688

■TS-100S 用 POP■TS-100S 用パッケージ

■TS-320用パッケージ

■TST-706用パッケージ ■TST-703用パッケージ ■TST-705用パッケージ

■TMS-166用パッケージ ■TS-161用パッケージ

■TS-310用パッケージ■TS-300用パッケージ

TS-300ホワイト

モバイルセラミックヒーター
300W

TS-310グリーン
TS-320オレンジTMS-166

テクノイオン搭載ミニセラミック
ヒーター600W（温調付）

TS-161
ミニセラミックヒーター
600W（温調付）

TS-100S
ミニセラミックヒーター

1000W

DC
モーター
搭載

静音
設計

イオン発生
機能

転倒OFF
スイッチ

上下可変
ルーバー

温度調節
機能

転倒OFF
スイッチ

転倒OFF
スイッチ

上下可変
ルーバー

温度調節
機能

8
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●消費電力：700W
●電気代：約 18.9 円 / 時
●サイズ：幅 15×奥行き12.5×高さ24cm
●梱包数：6台
TST-706：4955014039163
TST-703：4955014039088
TST-705：4955014039156

TST-706
TST-703ホワイト
TST-705ブラウン

人感センサー付き
ミニセラミックヒーター700W

イオン
発生機能

温風
送風
（消臭）

転倒OFF
スイッチ

■TS-300/TS-310/TS-320用POP

TST-702
4955014037268

TS-300 TS-310 TS-320

TST-706 TST-703 TST-705
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セラミックヒーター 温風による循環暖房効果。 ミニファンヒーター 場所を選ばない。小さいけど本格派。

部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。オイルヒーター

●消費電力：600W
●電気代：約 16.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：6台
4955014037664

●消費電力：600W
●電気代：約 16.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：6台
4955014037671

●消費電力：500W
●電気代：約 13.5 円／時
●サイズ：幅 14.0×奥行き26.0×
　高さ39.5cm
●梱包数：3台
4955014039026

●消費電力：500W/700W/1200W切替式
●電気代：約 32.4 円／時（1200W時）
●サイズ：幅 52.0×奥行き25.0×高さ64.0cm
●梱包数：1台
4955014036292

■TS-613 用パッケージ ■TSO-602 用パッケージ

TS-613
ミニファンヒーター

600W

TSO-602
ミニファンヒーター
（温調付）

上下可変
ルーバー

転倒OFF
スイッチ

温度調節
機能

上下可変
ルーバー

転倒OFF
スイッチ

TOH-361
ミニオイルヒーター

TOH-1201
オイルヒーター

5枚
フィン

TSH-730

●消費電力：1200W／ 600W切替式
●電気代：約 32.4 円／時（1200W時）
●サイズ：幅 25.5×奥行き14.0×高さ37.0cm
●梱包数：4台
4955014036209

●消費電力：700W
●電気代：約 18.9 円／時
●サイズ：幅 28.0×奥行き13.2×高さ34.2cm
●梱包数：2台
4955014037435

嫌な臭いを吸着

「活性炭」を配合したフィルターで消臭

■TSH-730 用パッケージ

■TS-123（W）用パッケージ

TSH-730
人感センサー付き

セラミックヒーター700W

TS-123（W）
セラミックヒーター

1200W

温風
送風
（消臭）

転倒OFF
スイッチ

転倒OFF
スイッチ

転倒OFF
スイッチ

11枚
フィン

転倒OFF
スイッチ

F-730

TSH-730用消臭フィルター
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JH-720
ハイブリット加湿器

スチーム加湿器 ハイブリッド加湿器

加湿器 冬のつらい乾燥に心地よいうるおいを。

約 7.2 円／時（270W時）

4955014038876

約 7.2 円／時（270W時）

140W（弱運転）、270W（強運転）

4955014038173

■EL-S46 用パッケージ

■ELI-49 用パッケージ

■JH-403 用パッケージ

■JH-750 用パッケージ

■JH-750 用 POP

■JH-403 用 POP

約 8.6 円／時（320W時）

4955014036056

●加湿量：500ml ／時（温）
●消費電力：125W（温）／ 40W（冷）
●適用床面積：木造／ 7～10 畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 11～17 畳相当
●電気代：約 3.3 円／時（125W時）
●サイズ：幅 23.0×奥行き23.6×高さ42.5cm
●梱包数：2台
4955014032867

●加湿量：200ml ／時（弱運転）
　　　　　450ml ／時（強運転）
●消費電力：190W（弱運転）
　　　　　　380W（強運転）
●適用床面積：木造／ 7畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 12畳相当
●電気代：約 10.2 円／時（380W時）
●サイズ：幅 26×奥行き26×高さ26cm
●梱包数：4台
4955014038227

タイマー

湿度調整

8時間

●加湿量：340ml/ 時
●適用床面積：木造／ 7畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 11畳相当
●消費電力：85W
●電気代：約 2.2 円 / 時
●サイズ：幅 18.5×奥行き20.4×高さ34cm
●カラー：ホワイト
●梱包数：3台
4955014038869

連続加湿
約12時間

おやすみ
運転

タンク容量
タイマー7.5L
16時間

お知らせ
給水

お知らせ
給水

●加湿量：300ml ／時（超音波）
　　　　　400ml ／時（ハイブリッド）
●消費電力：35W（超音波）
　　　　　　90W（ハイブリッド）
●適用床面積：木造／ 6～8畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 10～16 畳相当
●電気代：約 2.4 円／時（90W時）
●サイズ：幅 30.5×奥行き17.2×高さ28.8cm
●梱包数：2台
4955014036063

連続加湿
約18時間

EL-Y48
スチーム加湿器4L

EL-S46
スチーム加湿器4L

EL-S051
スチーム加湿器3.7L 丸型

EL-GY07
スチーム加湿器3.7L 丸型

●加湿量：200ml ／時（弱運転）
　　　　　450ml ／時（強運転）
●消費電力：190W（弱運転）
　　　　　　380W（強運転）
●適用床面積：木造／ 7畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 12畳相当
●電気代：約 10.2 円／時（380W時）
●サイズ：幅 26×奥行き26×高さ26cm
●梱包数：4台
4955014038241

ELI-49
テクノイオン搭載
スチーム加湿器4L

JH-403

JH-400

ハイブリット加湿器4L

JH-750
テクノイオン搭載
ハイブリッド加湿器

■EL-Y48 用パッケージ

4時間
切タイマー

4時間
切タイマー

4955014037718

EL-S050
4955014038166

カラー：シルバー



14

P14 P15

13

タンク容量

0.8L

EL-C011（W）：4955014036636
EL-C011：4955014034878

約 0.37 円／時

175ml ／時
16W

●加湿量：100ml ／時
●消費電力：18W
●電気代：約 0.4 円／時
●サイズ：幅 18.6×奥行き100×
　高さ18.6cm
●梱包数：6台
4955014038906

●加湿量：280ml ／時
●消費電力：38W
●適用床面積：木造／ 5畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 8畳相当
●電気代：約 1.0 円／時
●サイズ：幅 28.0×奥行き17.5
　×高さ24.0cm
●梱包数：4台
4955014035967

連続加湿
約8時間

タンク容量

1.1L
連続加湿
約6時間

●加湿量：300ml/ 時
●消費電力：28W
●適用床面積：木造／ 4～ 6畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 6～ 8畳相当
●電気代：約 0.7 円 / 時
●サイズ：幅 23×奥行き23.5×高さ25cm
●梱包数：3台
EL-C301（B）：4955014037459
EL-C301（W）：4955014037176
EL-C301（O）：4955014037763
EL-C301（P）：4955014037466

■EL-C301（B）用パッケージ

■EL-C330（K）用パッケージ
■EL-C081 用 POP■EL-C081 用パッケージ

■EL-C011（W）用パッケージ ■EL-C011 用パッケージ

加湿器 冬のつらい乾燥に心地よいうるおいを。

超音波加湿器
EL-C301（B）
EL-C301（W）
EL-C301（O）
EL-C301（P）

超音波加湿器
2.8ℓメレンゲ

タンク容量

2.8L
アロマ
対応

連続加湿
約9時間

EL-C081

EL-C080

超音波加湿器0.8L

EL-C011（W）
EL-C011
超音波加湿器1.1L

連続加湿
約11時間

EL-C330（K）
超音波加湿器3.3L

タンク容量

3.3L

■EL-C330（K）用 POP

4955014036308

アロマ対応式

1/9
電気代

約

超音
波式

抗菌
カートリッジ 2.8L2.8L2.8L

タンク容量アロマ
対応式1/9

電気代

約

超音
波式

抗菌
カートリッジ

タンク容量アロマ
対応式

EL-C301（B） EL-C301（W） EL-C301（O） EL-C301（P）



●消費電力：50W
●素材：綿 100%
●表面温度：50℃（強）
●電気代：約 1.3 円／時
●その他：温度調節、ダニ退治
●梱包数：12台
4955014037473

●消費電力：80W
●素材：綿 100%
●表面温度：50℃（強）

サイズ
140×80cm

約 2.1 円／時

約 1.3 円／時

●消費電力：50W
●素材：ポリエステル 100%

●消費電力：80W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50 C゚（強）

約 1.3 円／時 約 2.1 円／時

約 2.1 円／時

約 2.1 円／時

4955014037541 4955014037558

4955014037480

4955014037657

4955014033116

4955014032355

約 1.6 円／時

約 1.3 円／時

4955014037510

4955014037527

■EM-9011 用パッケージ

■EM-W801 用パッケージ

●消費電力：50W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：80W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：80W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：50W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：100W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）
●電気代：約 2.7 円／時
●その他：ツインコントローラー、
　温度調節、ダニ退治
●梱包数：5台
4955014037534

●消費電力：75W
●素材：アクリル 50%
　　　　ポリエステル 50%　
●表面温度：53℃（強）

4955014030573

約 2.0 円／時

●消費電力：75W
●素材：アクリル 50%
　　　　ポリエステル 50%　
●表面温度：53℃（強）

毛　布 心地よい温もりで快適睡眠。

EM-501A
マイナスイオン敷毛布　ベージュ

EM-701G
マイナスイオン掛敷毛布　グリーン

EM-506M
洗える敷毛布

EM-705M
洗える掛敷毛布　グリーン

EM-8011
洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ

EM-8000
洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ

EM-W801
洗える掛敷毛布 大判ダブルサイズ

EM-8012
洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ

EM-9011
洗える敷毛布　セミロングタイプ

EM-533
洗える綿敷毛布

EM-733
洗える綿掛敷毛布

16
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ホットカーペット 足元から暖める床生活のスタンダード。

■キッチンマット

TWA-3000B
ホットカーペット

3 畳用本体

TWA-2000B
ホットカーペット

2 畳用本体

TWA-1000B
ホットカーペット

1 畳用本体

●消費電力：500W
●素材：ポリエステル 100%
●本体表面温度：45℃（強）
●電気代：約 13.5 円／時
●サイズ：176×176cm
●梱包数：2台
4955014036094

●消費電力：500W
●素材：ポリエステル 100%
●本体表面温度：45℃（強）
●電気代：約 13.5 円／時
●サイズ：176×176cm
●梱包数：2台
4955014036117

●消費電力：720W
●素材：ポリエステル 100%
●本体表面温度：45℃（強）
●電気代：約 19.4 円／時
●サイズ：235×195cm
●梱包数：1台
4955014036124

約 13.5 円／時約 5.4 円／時 約 19.4 円／時

●消費電力：80W
●表面防水加工：ポリプロピレン
●電気代：約 2.1 円／時
●梱包数：3台
4955014037411

サイズ
45×90cm

●消費電力：95W
●表面防水加工：ポリプロピレン
●電気代：約 2.5 円／時
●梱包数：3台
4955014037428

サイズ
45×120cm

約 0.9 円／時

36W／強

36W／強

72W／強

約 1.9 円／時

約 0.9 円／時

約 0.9 円／時

約 1.9 円／時

■EC-K411 用 POP ■EC-KZ72 用 POP

目付 530g/㎡ ボアループ織りでさらっとした手触り

目付 560g/㎡ 高級感のあるボアで滑らかな手触り

TCW-202ML
ホットカーペット

2 畳用ボアループカバー付き

TCW-306MK
ホットカーペット

3 畳用ボアカバー付き

TCW-205MK
ホットカーペット

2 畳用ボアカバー付き

KM-4590
木目フローリングタイプキッチンマット

KM-4512
木目フローリングタイプキッチンマット

EC-K433
ミニマット ボア

EC-KZ72
座布団サイズホットマット ボア

EC-K403
ミニマットマイヤー　ベージュ

EC-KZ60M
座布団サイズホットマット

EC-K488
ミニマットマイヤー　ネイビー

使い方いろいろのあったか生活。ホットマット

18
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4955014032218

EC-K401

4955014037404

4955014038920

EC-K477

4955014038913 4955014032966

ポリエステル100%

4955014039064

ポリエステル100%

ポリエステル100%



ホットマット 使い方いろいろのあったか生活。 あんか 足下ぽかぽか。寒い夜の強い味方。

■ホットクッション+足温器。1台2役。

4955014037336 4955014037343

4955014037350

約 2.1 円／時

約 0.5 円／時

■SAO-002 用 POP■EC-K450R 用 POP

4955014037381

4955014028051

60W

4955014037329

60W
1.6 円／時（強運転） 1.6 円／時（強運転） 1.6 円／時（強運転） 1.6 円／時（強運転）

●ロータリー式温度調節

●ロータリー式温度調節
1.6 円／時（強運転）

4955014029935

4955014037367

約 0.5 円／時 約 0.5 円／時 約 0.6 円／時
幅 47×奥行き33×高さ4cm

17

●消費電力：55W
●素材：ポリエステル 100％
●表面温度：52℃
●電気代：約 1.4 円／時
●サイズ：120×80cm
●梱包数：5
4955014037565

●消費電力：2W/6W/10W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：約 25～45℃
●電気代：約 0.2 円／時（強運転時）
●サイズ：42×42cm
●梱包数：4台
EC-M300：4955014038890
EC-M310：4955014039095
EC-M320：4955014039101

■HM-1290 用パッケージ

4955014037374

HM-1290
ひざ掛け毛布

EC-M300 オレンジ
EC-M310 ブラウン
EC-M320 アイボリー
3WAYマルチクッション

EC-K450R
折り曲げ可能マット

SAO-002
マイナスイオン足温器

EA-211
ソフトあんか

EA-222M
マイナスイオンソフトあんか

EAO-353
大判ソフトあんか

EA-722Ｍ
マイナスイオン山形あんか

EA-609M
マイナスイオン平形あんか

EA-622Ｍ
マイナスイオン平形あんか

EA-711
山形あんか

EA-611
平形あんか

ボタンがついているので
かた掛けとしても使用可能。
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EC-M300 EC-M310 EC-M320



■こたつコード

　2.9m　手元コントローラー
●梱包数：30台
49550140347624955014036575
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50 台

こたつ用品 豊富なこたつ用品が充実。

TMT-500S
取替えヒーターユニット500W・中間SW

TPC-4PL
こたつコード

TPC-4TM
TMS-600F専用こたつコード

TDK-603H
堀こたつ用ヒーターユニット

TMS-600F
取替えヒーターユニット600W

手元コントローラー

TMS-500F
取替えヒーターユニット500W温風・中間SW

約 13.5 円／時

●汎用品タイプ

約 13.5 円／時

約 16.2 円／時

●電気代：約 16.2 円／時

カジュアルこたつ 体の芯まで暖まって、ポカポカ持続！

4955014036605

●本体色：グレー

4955014036186

約 10.8 円／時（強運転）

約 13.5 円／時（強運転）

約 11円／時（強運転）

約 13.5 円／時（強運転）

4955014037701

38.5cm 6 6

6 6

6

●500W石英管温風ヒーター
●天板：メラミン化粧板（ホワイト、模様）
●サイズ：幅 75×奥行き75×高さ36cm
●電気代：約 13.5 円／時（強運転）
●梱包数：1
4955014036339

EKM-750
テクノイオン搭載カジュアルこたつ75cm

EKA-701A
カジュアルこたつ75cm

EKA-109
カジュアルこたつ105cm

EKA-650A
カジュアルこたつ60cm

EKFT-751CA
カジュアルこたつ75cm　手元コントローラー付

手元コント
ローラー

EKA-700A
4955014036179

●汎用品タイプ ●汎用品タイプ

天板リバーシブル


